
4月26日（土）発売
午後のクラシック
６月２１日（土）１４:００/文化会
館大会議室/出演＝岡昭宏

（バリトン）、佐々木萌絵（フルー

ト）、小池真衣（ピアノ）/全席自
由８００円/ １００円引き/

文化会館

好評発売中
午後のクラシック〜弦楽三
重奏〜三味線・バイオリン・
ピアノのコラボ
４月２６日（土）１４:００/大会議
室/出演＝簑田弘大（三味
線）、河西絢子（バイオリン）、
村山響（ピアノ）/全席自由
８００円/ １００円引き/
平成25年度市民芸術文化賞記念事業

「彫刻の街　市川の野外彫刻と遊ぶ」

5月14日(水)13：30（JR市川
駅改札前集合）～16：00/講
吉井道郎（著述業）/参加無
料 / 先 着 2 5 人 / 本日
10:00から☎379-5111※要
申し込み、小雨決行
市川寄席
５月２４日（土）１４:００/大会議
室/出演＝柳家小せん、春風
亭朝也他/全席自由１,３００円
/ １００円引/
おもちゃになっておもちゃ
箱で遊ぼう
ART&MUSIC&DANCEを
いっぺんに楽しむ、子どものた
めのワークショップ/5月31日

（土）①10:00（4歳以上の未
就学児対象）②14:00（小学1
～3年生対象）、各回先着50
人/参加費各回1,000円、保
護者500円/ ☎379-
5111※4月30日（水）までに
要申し込み。
ママも楽しい０歳からコン
サート
６月４日（水）１１:００/大ホール
ホワイエ/出演＝安生健司（ト
ランペット）、栗田真帆（メゾソ
プラノ）、髙橋ドレミ（ピアノ）/全
席自由６００円
ＮＨＫ交響楽団 ｉｎ Ｉｃｈｉｋａｗａ 
２０１４

６月２２日（日）１５:００開場、１６:
００開演/大ホール/出演＝ダレ
ル・アン（指揮）、河村尚子（ピア
ノ）/曲目＝チャイコフスキー/ピ
アノ協奏曲第1番他/全席指
定 Ｓ席６,０００円 Ａ席５,０００円
/ Ｓ席のみ５００円引き/

芳澤ガーデンギャラリー

明和電機 ＥＤＥＬＷＥＩＳＳ展
４月１９日（土）～６月１日（日）９:
３０～１６:３０（入館は１６:００ま
で）/毎週月曜日休館（５月５日

（祝）は開館）/一般５００円/シ
ルバー（６５歳以上）、 、団体

（２５人以上）1００円引き

ローズメンバーズ募集中。詳しくは
Webサイト、またはお問い合わせく
ださい。

公演案内 は主催公演

総合問い合わせ

☎379-5111
（公財）市川市文化振興財団
http://www.tekona.net/

　東山魁夷は１９３３年から約２
年間にわたるドイツ留学をはじめ、
その生涯において３度、欧州にて
スケッチの旅を果たしています。３
度目となる１９６９年に訪れたドイ
ツ･オーストリアは、自ら第２の故郷
とする思い出の地。帰国後若き日
に立ち戻って情感豊かに描いた
作品をご紹介します。　

東山魁夷 欧州の旅Ⅰ－ドイツ・オーストリア－
市制施行８０周年記念　通常展

東 山 魁 夷 記 念 館

6月8日（日）まで（月曜日休館、祝日の場合は翌日休館）
展示作品　ツェレの家（1971年）他
観覧料　一般510円、65歳以上400円、高校生・大学生250円、中学生以下無料

☎333-2011同館

申し込み・応募 問い合わせ ローズメンバーズ 高校生以下 未就学児入場不可 市役所

JCN 市川（CATV）

デジタル11ch 「マイタウンいちかわ」
「マイタウンいちかわ」のバックナンバーは、

 市公式 Web サイト「インターネット放送局」でご覧になれます。

10：00 12：30
19:00 22：00

放送
時間

 〈広報広聴課〉
新規事業② 平成26年度 当初予算

4月19日（土）〜25日（金） いちかわエフエム
83.0MHz「いちかわイブニングインフォメーション」
 毎日午後6時30分～35分（5分間）

4月26日（土）〜5月2日（金）

特集 特集
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 イベント
♦♦♦

博物館友の会「野外採拓」
真間山弘法寺、手児奈霊神堂、真間継橋
の、歌碑や句碑などの採拓を行います。雨
天中止。

５月１８日（日）午前９時３０分（手児奈霊
神堂前集合）

１,０００円（画仙紙代など）
はがき（１人１枚）に必要事項（６面上段参

照）を書き、５月１０日（土）まで（消印有効）に
歴史博物館（〒２７２‐０８３７堀之内２‐２７‐１）

☎０９０‐９２３１‐４３８３博物館友の会
（同館）

♦♦♦

民具入門講座
昔市川で使われていた道具（民具）を使
い、地域的な特徴と資料の取り扱いにつ
いて講義と実践を行います。全２回。

５月１８日（日）・６月１５日（日）、午後１時
３０分～３時３０分

歴史博物館
先着１０人
☎３７３‐６３５１同館

♦♦♦

縄文学習指導員養成講座
縄文時代の市川の様子と人々の暮らしを
解説するボランティアの養成講座です。

５～１０月の第３土曜日午前１０時～正
午、１０月１２日（日）午前１０時～午後２時

考古博物館他
先着５人
☎３７３‐２２０２同館

♦♦♦

火おこし指導員養成講座
回転摩擦式の火おこし道具を使って、火お
こし体験の指導をするボランティアの養成
講座です。

５～１０月の第３土曜日午後２時～４時、
１０月１２日（日）午前１０時～午後２時

考古博物館他
先着５人
☎３７３‐２２０２同館

♦♦♦

ＺＯＯワンポイントガイド「カピバラ」
開園以来、根強い人気を誇るカピバラ。今
回は動物園での暮らしぶりを中心に飼育
員がお話をします。

４月２０日（日）午後１時３０分
動植物園
入園料のみ（高校生以上４３０円、小・

中学生１００円）
☎３３８‐１９６０同園

♦♦♦

水木洋子邸一般公開
５月１０日（土）・１１日（日）・２４日（土）・２５日

（日）、午前１０時～午後４時
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦

シナリオ作成ワークショップ
実体験を通して脚本の書き方を楽しく学び
ませんか。詳しくは市公式Webサイトをご覧
ください。

５月１０日（土）午後１時３０分～５時
メディアパーク市川文学ミュージアム
市内在住・在勤・在学の中学生以上の

方、先着20人
１,０００円
☎３２０‐３３３４同ミュージアム（月曜日休

館）
♦♦♦

８ミリフィルムをビデオに変換
８ミリフィルムで撮影した古い映像をＶＨＳ
テープに写し替えてみませんか。

５月２４日（土）午前１０時～午後５時
メディアパーク市川文学研修室
先着２０人
☎３２０‐３３３４文学ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦

文学ミュージアムクイズラリー開催中
文学ミュージアム企画展神作光一展開催
中に、メディアロードの街路灯に、百人一
首にちなんだクイズを設置しています。正
解が分かった方には粗品を進呈しますの
で、文学ミュージアムにお越しください。

（クイズ協力：千葉商科大学政策情報学
部）

7月6日（日）まで
☎３２０-３３３４同ミュージアム（月曜日

休館）
♦♦♦

芸術・文化祭の催し
◆市響ジュニアオーケストラ定期演奏会

５月５日（祝）午後２時（開場は３０分前）
～4時

文化会館
内指揮＝山﨑滋、曲目＝ロッシーニ／セビ
リアの理髪師、ドリーブ／シルビア組曲、
チャイコフスキー／交響曲第６番「悲槍」

☎３３９‐３５５４市川交響楽団（篠田）
◆市展（市川市美術展覧会）
市民から公募した美術作品の展示会。
【前期】洋画・彫刻＝４月２６日（土）～５月

２日（金）【後期】日本画・工芸・書＝５月４日
（祝）～１１日（日）、午前９時～午後６時（入
場は午後５時３０分まで、５月２日（金）・１１日

（日）は午前１１時３０分まで）
文化会館
☎３７２‐１６８０市川美術会（泉水）

◆春の史蹟まつり
作家の葉山修平氏による講演会、手児奈
太鼓、万葉集歌の朗唱、縄文土器の展
示、茶席、俳句・短歌・川柳作品入選発
表、鉢花特売会、商店街模擬店他

４月２７日（日）午前１１時～午後４時３０
分

手児奈霊神堂境内（真間4-5-21）及び
その周辺

☎３２２-２５５４真間史蹟保存会（陶山）
◆市川さくら草展示会
約２００種、２８０鉢のさくら草を展示。

４月１９日（土）午前１０時～午後４時、２０
日（日）～２６日（土）午前９時～午後４時、
２７日（日）午前９時～午後３時
葛飾八幡宮境内（八幡４‐２‐１）
☎３７６‐３２８６市川さくら草会（佐藤）

（文化振興課）
♦♦♦

「音楽の喜び」みのわ会コンサート
５月１１日（日）午後２時（開場は３０分前）

～４時
内 曲目=ブラームス／ホルン三重奏曲、
シューマン／クラリネット三重奏曲、モー
ツァルト／フルート四重奏曲他

出演　赤坂達三、松木さや、松実健太、
長尾洋史、神保聡子、斎藤章一他

文化会館
３,３００円（全席指定）
☎０９０‐４５３０‐５７８８みのわ会（高田）

（文化振興課）
♦♦♦

自然博物館の催し
☎３３９‐０４７７自然博物館※いずれも荒

天中止。
◆湿地の環境整備をお手伝い　　

20初参加の方は要問い合わせ。
４月２７日（日）午前１０時（観賞植物園

入口集合）～正午
◆長田谷津散策会

５月３日（祝）午前１０時（動物園券売所
前集合）～１１時３０分
◆野草の名札付けをお手伝い
車をご利用の方は要問い合わせ。

５月４日（祝）午前１０時（観賞植物園入
口集合）～正午
◆おやこ自然観察会「昆虫と水辺のいきもの」

５月１１日（日）午前１０時（動物園券売
所前集合）～正午

親子先着２０人
往復はがきに参加者全員の必要事項

（６面上段参照）を書き、同館（〒２７２‐
0801大町２８４）

▲ツェレの家（1971年）


